
♣ 西川総合体育館（西蒲区善光寺） 
セミナー参加者募集
■￥無料　■申６月５日（水）９時から電
話で同館（☎0256-78-7258）
ミニバスケットボール体験会　■日６
月18日（火）　■時■対16時35分…４歳
～小学１年生、小学２・３年生▷17
時45分…小学４～６年生　※各１
時間　■定各先着10人
赤ちゃんと産後ママのエクササイズ　
■日７月17日（水）10時45分～11時
45分　■対生後３～12カ月の子と母
親　■定先着３組
クロスパルにいがたの講座
■問同施設（中央区礎町通３☎025-
224-2088）
大人の工作「紙のばねで跳ぶペンギ
ン」　■日６月19日（水）10時～12時　
■対20歳以上　■定先着10人　■￥300
円　■申６月５日（水）９時から電話で
同施設　
パソコン（エクセル）講座　■日第３木
曜10時～12時　■対エクセル未経験
者　■定各日先着10人　■￥無料　■申開
催日２カ月前の１日（６～８月は６月
５日水曜）９時から電話で同施設
父親学級　子どもの心理を理解する
講座、キャンプ体験、調理実習、ほ
か　■日７月12日（金）～10月26日
（土）　※全10回。９月21日（土）・22
日（日）は海辺の森キャンプ場（北区島
見町）で実施　■対小学生の父親　
■定30人　■￥無料（材料費など要実
費）　■申６月30日（日）までに同施設
HPから申し込み
中之口農業体験公園（西蒲区東小吉）
笹団子教室
■日６月21日（金）９時半～12時半　
■定先着15人　■￥1,000円　■申６月
６日（木）９時から電話で同公園（☎
025-375-2505）
市民プラザ（NEXT21・６階） 
誰でも自由にピアノが弾ける日
■日６月23日（日）・24日（月）９時～
20時　■定各日先着22組　■￥30分
500円　■申６月５日（水）９時から電
話で同施設（☎025-226-5500）
文化財センターの催し（西区木場）
■問同センター（☎025-378-0480）
ボランティア養成講座　展示解説な
どの指導、ほか　■日６月23日・30
日（日曜全２回）13時半～15時半　
■定先着20人　■￥無料　■申６月５日
（水）９時から電話で同センター
カラムシの刈り取りとアンギン編み　
■日７月17日（水）、９月３日、11月19
日（火）10時～15時　※全３回　
■場古津八幡山遺跡　弥生の丘展示館
（秋葉区蒲ヶ沢）　■定10人　■￥無料　
※カラムシの不足分（300円/５ｇ）は
要実費　■申７月３日水曜（必着）まで
に往復はがきに基本事項、参加者全
員の電話番号を記載し、〒950-
1122、西区木場2748-１、同セン
ターへ
※このほか本冊５面にも催しを掲載
美術講座
■時13時半～16時半　※各全３回　
■￥3,000円　■申６月14日金曜（必着）
までに往復はがきに基本事項を記載
し、〒951-8550、文化政策課（☎

趣味・講座
鳥屋野運動公園球技場
（中央区女池南３）　青空ヨガ教室
■日６月７日（金）・11日（火）・27日
（ 木 ）10時 ～11時　■対15歳以上　
■定各日先着30人　■￥500円　■申６
月５日（水）９時から電話で同施設
（☎025-283-5855）
新潟市民病院（中央区鐘木）　
６月の講座
■定各先着100人　■￥無料　※受講者
は駐車場の利用も無料　■問同病院
（☎025-281-5151）
♣五大がん講座　大腸がんの内視鏡
治療、がん患者向けの口

こう

腔
くう

マネジメ
ントを学ぶ　■日７日（金）15時半～
17時　※終了後、がん患者と家族を
対象に患者会を開催
♣いきいき講座「放射線検査を安心
して受けるために」　■日14日（金）16
時～17時
肝臓病教室「肝硬変に伴う吐下血」　
■日21日（金）14時～16時　※終了後、
意見交換会を開催
新潟ゆかりの文学
「新潟にあった与謝野晶子の手紙」
■日 ６月８日（土）13時半～15時　
■場ほんぽーと中央図書館（中央区明
石 ２）　■定 先 着 30 人　■￥500 円　
■問同館（025-246-7700）
講演「障がい者雇用を考える」
■日６月11日（火）15時半～17時半　
■場りゅーとぴあ（中央区一番堀通町）　
■定先着30人　■￥無料　■申６月５日
（水）９時から電話で障がい福祉課（☎
025-226-1249）
読書会
■￥無料　※各２時間
坂井輪図書館（ 西区寺尾上 ３）　 
■日６月12日（水）10時　テーマ「美

び ぼ う

貌
のひと」中野京子著　■問同館（☎
025-260-3242）
西川学習館（西蒲区曽根）　面白かっ
た本を紹介し、感想などを語り合う　
■日６月15日（土）14時　■問西川図書
館（☎0256-88-0001）
東総合スポーツセンターの教室

(東区はなみずき３)

❶♣英語で親子ヨガ　
■日６月12日～７月17日(水曜全５
回)13時～同45分　■対１～４歳の子と
その母親　■定先着12組　■￥3,000円
❷バレーボール教室と救急救命講習　
■日７月６日(土)13
時～16時　
講師大山未希(元
バレーボール選手)、
ほか　
■対小学３～６年生　
■定先着100人　■￥無料　
■申６月５日(水)９時から❶は電話で
同センター(☎025-272-5150)、❷
はメール(touspo@niigata-kaikou.
jp)で基本事項、年齢(学年)、保護者
氏名を記載し、同センターへ
黒埼図書館（西区金巻）　
絵本サロン
スズキコージの絵本について語り合う　
■日 ６月14日（金）10時半～12時　
■￥無料　■問同館（☎025-377-5300）

有害なケシを追放　
見つけたら連絡を
　ケシの中には、モルヒネ
やアヘンの原料となる「植
えてはいけないケシ」があ
ります。疑いがあるものを見つけた
ときは連絡してください。特徴など
は市HPに掲載しています。　
■問保健管理課（☎025-212-8189）
非常勤職員の募集
　現在募集中の非常勤職
員の情報は市HPに掲載し
ています。
▶市HPから 職員募集情報一覧 検索

相　談
里親に関心がある人向け
相談・説明会
■場児童相談所（中央区川岸町１）　
■申開催日前日17時までに電話で同
施設（☎025-230-7777）
制度説明会　■日６月14日（金）10時
～11時半、７月12日（金）14時～15
時半　個別相談会　■日 ６月18日
（火）、７月18日（木）９時～17時
くらしとこころの総合相談会
弁護士、保健師、精神保健福祉士ら
が借金やこころの健康などの相談に
対応　■日６月21日（金）17時半～20
時半　■場総合福祉会館（中央区八千
代１）　■申６月20日（木）までに電話
でこころの健康センター（☎025-
232-5570）
ひとり親家庭・寡婦のための
弁護士相談会・おしゃべり場
■日６月23日（日）　■場総合福祉会館
（中央区八千代１）　※保育あり（要
予約）　■問 こども家庭課（☎025-
226-1201）
❶説明会「弁護士への相談・依頼Ｑ&A」　
■時13時～14時　❷パステルアート
を描きながらの交流会　■時14時～
16時　❸個別相談会　■時14時～16
時　■定先着４人（１人30分）
■申❶❷は６月20日（木）までに、❸は
６月５日（水）９時から電話で市母子
福祉連合会事務局（☎025-243-4380） 
行政苦情審査会委員による
市政に関する苦情の相談
■日７月19日（金）13時～15時半（１人
１時間）　■場同審査会室（市役所本館）　
■定先着２人　■申６月５日（水）～７月
12日（金）に電話で同審査会事務局
（広聴相談課内☎025-226-2098）
アルザにいがた相談室
■問同施設（中央区東万代町☎025-
246-7713）
こころの相談　電話相談☎025-
245-0545　■日水・日曜10時～15
時半、金曜14時～19時半　面接相
談　■日火・水・木・土曜10時～17
時　※相談ダイヤルで要予約
女性のこころとからだ専門相談　
■日第２水曜14時～17時　■場新潟大
学旭町キャンパス　■対女性　■定先着
３人（要予約）　■申電話で同施設
男性相談員による男性電話相談　☎
025-246-7800　■日第４火曜18時
半～21時　■対男性
性的マイノリティ電話相談　☎025-
241-8510　■日第１月曜17時～20時半

新潟市民病院　
職員を募集
採用日令和２年４月１日　試験会場
同病院（中央区鐘木）　採用人数各１
人程度　申込期限６月28日（金）　
※試験案内、申込用紙は同病院、市
役所本館案内、区役所で配
布。同病院HPにも掲載　
■問同病院管理課（☎025-
281-5151）
職種❶臨床工学技士❷臨床検査技師
❸診療放射線技師❹管理栄養士❺薬
剤師❻病院事務　
受験資格❶～❺昭和54年４月２日
以降に生まれた該当職種の免許があ
る人（見込み含む）❻昭和35年４月２
日以降に生まれ、病院などの職務経
験が３年以上あるか診療情報管理士
の資格がある人（見込み含む）　
試験日❶～❹１次…７月14日（日）
▷２次…８月17日（土）❺❻１次…７
月15日（祝）▷２次…８月18日（日）
学ぶ意欲を支援　
市奨学金貸付制度
　大学などで修学する若者や社会人
を対象に、市奨学金貸付制度の利用
者を募集します。同奨学金は無利息
で、返済は卒業後半年ごとです。　
■申７月10日（水）までに所定の申請書
を学務課（☎025-226-3168）へ　
※募集要項、申請書は同課（市役所白
山浦庁舎）、教育支援センター（区役
所内）、出張所などで配布。市HPに
も掲載
■返還特別免除制度
　本市に住み市民税が課税され、納
税している場合、返還開始後７年を
越えない範囲で同奨学金の返還額の
一部を免除します。　免除額貸付総
額の４分の１まで（上限40万円）　
※詳しくは要問い合わせ。市社会人
奨学金は対象外
広島平和記念式典
中学生の参加者募集
■日８月５日（月）～７日（水）　※２泊
３日　■対市内の中学２・３年生　
※事前打ち合わせ（７月29日月曜）、
平和祈念碑献花式、感想文・レポー
ト作成（８月10日土曜）、研修報告会
（８月17日土曜）に参加できる人に限
る。保護者の同意が必要。交通費（自
宅から集合・解散場所は除く）、宿泊
費は市が負担　■定24人　■申６月28
日金曜（必着）までにメール（somu@
city.niigata.lg.jp）で件名を「広島平
和記念式典」とし、基本事項、生年月
日、性別、学校名、学年、保護者の
氏名（ふりがな）・電話番号を記載し
総務課（☎025-226-2409）へ
一部図書館
蔵書点検に伴い休館
■日６月27日～７月４日（木）　❶ほん
ぽーと中央図書館（☎025-246-7700）
❷巻図書館（☎0256-73-5066）
音楽文化会館（中央区一番堀通町）
工事に伴い休館
■日７月１日（月）～来年１月11日（土）　
※第１・３月曜（祝日の場合翌日）、
年末年始を除き、施設利用の申し込
みは２階事務室で受け付け　
■問同館（☎025-224-5811） 
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申し込みのときに記載する基本事項　催し名、希望の回(複数回実施する場合のみ)、参加者全員の氏名・ふりがな　※代表者は氏名の前に◎を付け、郵便番号・住所・電話番号も記載
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